
なんで、家庭教師に来てもらっているのに

成績が上がらないの？

なんで、塾へ行っているのに、

成績が上がらないの？

なんで、勉強を頑張っているのに、

成績が上がらないの？



          講師との相性が悪いのかしら？

講師の教え方が良くないのかしら？

きちんと見てくれていないのかしら？

勉強が分かっていないのかしら？

子どものやる気がないのかしら？

どこに問題があるのかしら？



問題発見イメージ図
生 徒

能力：

理解力・記憶力・応用力

講 師
能力：

指導力・プレゼン力

塾
能力：

成績 UP ノウハウ
円の直径は能力

の大きさです。

円の中心間の距離

は信頼感の大きさ

です。 ２円が重なっていない！

塾と講師の間に、問題が

あると考えられます。

２円が重なってい

るので OK です。



対策案
生 徒

能力：

理解力・記憶力・応用力

講 師
能力：

指導力・プレゼン力

塾
能力：

成績 UP ノウハウ

対策２：講師の能力

を高める。

対策３：塾と講師の

距離を縮める。

対策１：担当講師

を替える。



対策４

塾
能力：

成績 UP ノウハウ

生 徒
能力：

理解力・記憶力・応用力

講 師
能力：

指導力・プレゼン力

対策３：塾と講師の

距離を縮める。

生徒 ⇔ 講師 when where what

相 性

授業を受けている時に

心の中に 要点がストンと落ちる

分かり易い指導 頭の中で 情報が整理できる

質問回数 講師の前で 何でも質問できる



対策５

塾
能力：

成績 UP ノウハウ

生 徒
能力：

理解力・記憶力・応用力

講 師
能力：

指導力・プレゼン力

対策３：塾と講師の

距離を縮める。

生徒 ⇔ 塾 when where what

宿 題（最適化）

授業を受けた後に

自宅で 最適な難易度の問題を解く

テスト・補習 塾で 解けない問題を解けるようになる

やる気システム 塾で 努力をスコアにして報酬を得る



対策６

塾
能力：成績 UP ノウハウ

生 徒
能力：

理解力・記憶力・応用力

講 師
能力：

指導力・プレゼン力

対策３：塾と講師の

距離を縮める。

塾 ⇔ 講師 when where what

教材の指導ルール 授業中に 教室で 成績 UP 指導のルールを守る

指導評価方法 授業の前後に 事務室で スコアを付けて報酬を得る



先程の対策指導を

高いレベルへ引き上げても、不安が残ります。

確実に、三者の能力を高めて、

それぞれの距離を縮めて、

安定的に順位が UP する方法は、

ないのでしょうか？

例えば、イメージは、･････



理想的な関係図

生 徒 講 師

塾
３つの円が重なる箇所

があると、成績は大きく

上がる！？



「三者の能力を高め、三者間をぎゅっとつなげる」三輪システム

それが、Learning Base 1.0

調査結果より、グラフで視覚的に原因を発見します。これにより、

改善アドバイスを的確に行えます。最適なトレーニングにより向上

した結果が得られ、成績 UP につながり、安心できます。



大久保地区 中１ NK 君の保護者様



Learning Base 1.0 の３ステップ

☑学習基礎力調査 ☑授業報告書    ☑家庭内指導

☑理解不足力調査 ☑強み弱み特性結果    ☑ﾊｰﾄﾞﾙ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

☑考査の答案検査 ☑特性調査報告書      ☑ﾌﾟﾗｽ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ



大久保地区 中３ IK 君の保護者様



学習基礎力調査・理解不足調査



定期考査の答案用紙検査



授業報告書



調査を行う特性
特 性 意 味

1 検索力 決められた範囲内から、必要な情報を探し出す力。

2 認識力/誤想起
その本質・意義などを理解すること。物事をはっきり見分け、判断する力。

実際には記憶として保持していない事象を、保持しているものとして想起してしまうこと。

3 思考力 観察や記憶によって頭の中に蓄えられた内容をいろいろ関係づけ、新しい関係を作り出す力

4 演習スピード 問題を解くスピード

5 短期記憶力 脳の「前頭前野」で記憶させる力（電気が消えるまでの寿命）

6
中期記憶力

（保持）

前頭前野から送られてくる情報を約１ヶ月間貯蔵する「海馬」で記憶させる力

（電気の強さが一定以上になると、新しいシナプスが伸びたり、太くなったりして神経回路を作る）

7
長期記憶力

（再生）

海馬から送られてくる情報を大脳新皮質の「側頭葉」で記憶させる力

（神経回路ができていれば、きっかけにより連想して思い出す）

8 正確性 自分で書いた数字や文字が正しく認識できる割合

9 気づく努力 軽い気持ちで見るだけで終わらせるのではく、全ての条件に気づくための行動をする力

10 実行力 学習計画を、判断力や決断力により思い描く通りに進めていく力

11 改善力 弱点を改める意識を持ち、行動する力

12 精神バランス 緊張レベルが必要以上に高低になると、能力が十分に発揮できない。



強み弱み特性を直感で分かる診断結果



大久保地区 中３ NR 君の保護者様



弱点克服プラストレーニング



Learning Base 1.0

の効果



大久保地区 中３ NR さん



大久保地区 中３ NR 君



大久保地区 中３ FS 君



初回成績保証：入塾して１カ月が経過し、初めての定期考査の順位が、入塾直前

よりＵＰすることを保証します。もし、達成できなければ、指導教科１箇月分を

返金します。

成績保証：講習を受けた時期から、４回目まで執り行われた定期考査において

１００人中換算順位が５０番～１００番でご入塾の場合、

換算順位が『２0 番ＵＰ』することを保証します。

１００人中換算順位が２０番～４９番台でご入塾の場合、

換算順位が『１０番ＵＰ』することを保証します。

もし、達成できなければ、指導教科２箇月分の授業料を返金します。

公立高校合格保証：お子さまが公立高校に合格することを保証。

もし、達成できなければ、入塾からの費用を 100％全額返金します。



科目ごとに丸暗記し、機械的に問題を解けることが勉強の成果で

はありません。

『自分の性格を理解することによって、自分に合った学習方法を

あみ出せるようになる。』

これが、学生における勉強の成果、大人になったときに手元にし

っかりと残るべきものではないでしょうか？ ある秘訣をもとに、

当塾では、これらを生徒さんが見つけ出せるように指導しています。

一度、無料授業を体験しませんか。 勧誘営業等は決して行いませ

んので、安心してお申し込み下さい。



ステップ１ 下記までお問い合わせ願います。＜電話受付時間：午後１時～午後１０時＞

電話番号：078-936-9640  E-mail：

「無料体験授業を受けたいのですが･･･」とお伝え下さい。すぐに担当者にか

わります。

ステップ２ 無料体験を受ける際に、お子さんに合ったレベルの授業を行うため、順位の

分かる成績表をお持ちください。

ご来塾していただいた際に、授業カリキュラムのご説明を詳しく行います。

ご質問・ご相談も承ります。

ステップ３

（２回）

授業を２回受けていただき、授業の雰囲気と分かりやすさを体験していただ

きます。

ステップ４
各診断をもとに、お子様に合った勉強方法をご提案させていただきます。


